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会長 今村 静男 

 
 本日の例会は、3月第１回例会です

ので国歌斉唱から始まりました。私

自身、国歌についての思い出があり

ます。 

 地域によって違いがあるでしょう

が、北海道では3月1日は高校の卒業式です。以前です

が、小学校のＰＴＡの会長を仰せつかり、卒業式に出

席した際に先生の一部に座ったままで国歌斉唱をしな

いということがありました。その小学校の学区内に自

衛隊の官舎があり、自衛隊員の子弟が多く在学してい

ましたが、父兄を含めて国歌斉唱の際、声が非常に低

くて不思議に思った記憶があります。やはり日本人と

して、国歌に対する想いというものをしっかり持って

欲しいと感じたものでした。 

 今日、会員のお子さんやお孫さんが高校を卒業する

ということで、卒業式に出席されている方もいらっ

しゃることでしょうが、１８歳の次代を担う若人の新

しい旅立ちのシーズンでありますので大いに期待した

いものです。 

 ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳の下山総支配人は

本日付で新潟にご栄転され、その後任に札幌全日空ホ

テルから藤井雅一さんを会員として新しく迎え、只

今、入会手続き中です。 

 今朝の新聞で報道されていますが、北海道ガス㈱千

歳支店長の宮本会員が４月１日付で札幌にご栄転され

るとのことです。宮本会員はロータリアンとしてはユ

ニークで、クラブ活動、特に親睦活動では趣味を生か

してたいへん頑張って頂きましたので、非常に残念で

はありますが、サラリーマンの宿命であり、後任の方

も入会して頂けるとことですので期待をしています。 

 本日は、中山PCの会員卓話で「千歳だんご三兄弟物

語」というテーマでお話をされるとのことで会社の方

2名とともにお越しです。建設業界の表も裏も知って

いる中山PCのお話に期待致しております。よろしくお

願いします。 

 

 

 

ANAクラウンプラザホテル千歳

支配人 藤井 雅一 様 

（入会手続き中） 

 

 

 

 

 

                

 

本日の例会 （３月1１日 第36回） 夜間例会                 担当：健康、社会奉仕委員会 

                     ～ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳～        

千歳ロータリークラブ会報 
２０１2年３月11日 

第３4号 （通算20９3号） 

今村会長テーマ 

“人・地域に思いやる心” 

会 長 今村 靜男     副会長 藤本 敏廣    幹 事 酒井 宏 

会長エレクト 村田 研一  会 計 沼田 常好  

第2510地区ガバナー 熊澤 隆樹 第７グループ・ガバナー補佐 大坂 直人  

～ 3月は識字率向上月間 ～ 

２０１1年～２０１2年度 

第35回（通算2207回）例会報告 

 
日時：２０１2年3月1日 12：3０～13：30 

場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳 

プログラム：通常例会         

担当：職業奉仕委員会 

司会 ：ＳＡＡ・プログラム副委員長 秡川 勝文 

千歳ロータリークラブホームページ http://www.chitose-rc.jp 

四つのテスト 

ロータリー情報・定款細則委員会 

武石 忠俊 会員 

お客さま紹介 

 ロータリー創立日 1905年2月23日 

 千歳ＲＣ創立日  1967年4月26日 

会長挨拶 

中山建設株式会社 

経理課長補佐 

岡本 晃明 様 

中山建設株式会社 

営業部長 船場 祐司 様 
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幹事 酒井 宏 

 
⑴ 今月の例会日の変更についてお知

らせしていますが、ＡＮＡクラウン

プラザホテル千歳の例会場での通常

例会は3月1日と29日、8日は11日の

夜間例会となり、3・11東日本大震

災関連イベントで11日（日曜日）に変更です。ま

た、15日は18日に由仁で行われるＩＭ（移動例会）

です。22日は春期休会となっておりますので、誤り

のないようにお願いします。 

⑵ 11日開催の「3・11あったか千歳」は例会です。チ

ケットを購入されていない会員の方は早目に購入願

います。チケットが必要な方は、酒井幹事までお申

し出ください。 

⑶ ロータリー財団の寄付金が、目標より少し下回っ

ています。報告期日が迫っていますので、未だ財団

への寄付をしていない会員は、趣旨をご理解の上、

ご協力をお願いします。 

⑷ 3月11日は、「私達は忘れない東日本大震災」街頭

啓発・募金活動が午前10時から千歳モール、14時か

ら新千歳空港ロビーにおいて行います。また、夜は

「3・11あったか千歳」のイベントと忙しい一日で

す。千歳モールと新千歳空港ビルロビーでの活動に

参加をお願いします。新千歳空港ロビーでの参加者

については名簿を出すことになっています。3月5日

（月）までに取りまとめます。会員皆さんのご協力

をお願い致します。 

ロータリー情報・定款細則委員長 

佐々木 金治郎 
         

 会員の皆さんはご承知のことでま

すが、3月は「識字率向上月間」で

す。 

 国際ロータリーでは、1986年から

毎年7月を「識字率向上月間」として

活動を行ってきましたが、7月は北半

球の学校は夏期休暇時期で識字率関

連行事を行うのに適していないとい

う理由で、2006‐07年度より3月に変更となりまし

た。（2005年7月理事会決定） 

 現在、世界には約10億もの非識字者・非計算能力者

がおり、貧困の原因になっていると推定され、その３

分の２が女性と言われています。 

 特に、発展途上国の多いアジアや一部アフリカなど

では、人口の増加とともに未就学児童が増加し続けて

おり、このままでは「読み」「書き」「計算」ができ

ない子どもが増えて、更に貧困と飢餓の進行と社会不

安が憂慮されるということです。いわゆる日本流で言

います「読み・書き・そろばん」ができないと貧困と

飢餓につながるということです。 

 また、国や地域によっては、子どもが学校に行きた

くても貧困のために行けないという子どもが多くいる

と聞いています。 

 ロータリーが、これら貧困で非

識字者や非計算能力者の多い地域

や国の「読み書きを向上させるプ

ロジェクト」を支援することで、

識字水準を高め、あわせて生活水

準を高めることを実現するため

に、この月間中、読み書き、計算

のできない人たちを援助するため

に、ロータリー地域社会共同体、

ローターアクトクラブ、インター

アクトクラブ、世界社会奉仕、

ロータリーボランティア、その他の既存のプログラム

を通じて識字率向上に取り組み、活動することです。 

 先週、佐藤秀雄PGの卓話でもありましたロータリー

財団「未来の夢計画」の６つの重点分野のプログラム

にも、「基本的教育の識字率向上」とあります。 

 千歳ＲＣとして、今後取り組むべき課題の一つと考

え、実践すべきと思います。 

 千歳ＲＣとして、これまでに学校に行きたくても行

ない子どもや学用品がなくて勉強ができない地域や国

に、ユネスコを通じて「書き損じはがき」を贈った

り、「学用品」などを会員皆さんのご協力により贈っ

たことがあります。 

 今、五十嵐宏国際奉仕委員長が会員皆さんに「書き

損じはがき」の提供を呼び掛けています。小さいこと

ではありますが、「識字率向上」のための活動に皆様

のご支援をお願いします。 

新世代・ローターアクト委員長 菅原 正行 
 

 3月13日を含む1週間は世界ロー

ターアクト週間です。今晩18時30分

からフジボウルさんで、ローターア

クト主催の親睦ボウリング大会が開

催されます。現在、当クラブからは

３名の方が参加予定です。せっかく

の親睦を深める会ですので、もっと

たくさんの方々に参加していただき

たいと思います。また、次週8日（木）18時30分から

ローターアクト定例会をリアンにて開催します。食事

の調整もあるので、明日までの受け付けとなっていま

す。参加される方は連絡をお待ちしております。 

紹介  

職業奉仕委員長 大澤 雅松 
 

 職業奉仕委員会による会員卓話

「憂鬱シリーズ」は、今年度第3回目

です。一回目は本宮輝久会員の「市

議会議長の憂鬱」、第二回目は佐々

木昭会員の「市選挙管理委員会委員

長の憂鬱」でした。本日は千歳市内

建設業トップクラスで、今年8月に創業６０年を迎え

る中山建設株式会社の中山和朗社長に「建設業の憂

鬱」についてお話をいただきます。同社は、市内外の

公共物件はもとより民間の物件も多数手がけていま

ロータリー情報 

会員卓話 

幹事報告 

委員会報告 
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も難しい建設業許可や競争参加資格等々の諸条件確

保、そして仕事ごとの技術資格者の有無や工事実績も

審査されます。さらには経営事項審査（経審）、納税

証明、社会保険加入、自己資本額、利益率、営業年数

等々の膨大な資料添付が条件となっています。また、

規模別に格付けがあり、当社は土木と建築がAクラス

です。 

 経審では、諸係数を掛け合わし総合評定値（P）を

算出します。P点が高い方が良好企業という括りに入

りますが、昨今はそのP点が高い企業も脆弱化してい

ます。更にY点が重要な要素を占め、500点を割り込む

と危険水域です。ただし、現状はP点・Y点ともクリ

アーしていても倒産する時代です。それだけ建設業界

は厳しい経営環境を強いられているということを理解

していただきたいので触れました。 

 過去、この業界では“談合”なるものが存在し、そ

れなりのメリット・デメリットを醸成していました。

中でも良い点として、国や市から地元業者に指名して

いただけるという地元配慮があった為、雇用の安定化

が図られました。そして、獲得した商い高の倍近い経

済効果を地元に波及させ、活性化にも寄与していまし

た。反面、落札価格が高くなり税金の無駄使いにつ

なっがってしまいました。過去の暗部ですが、1996年

2月の北方ジャーナルには、談合のしこりが発端と

なって千歳建設業協会のいざこざがスクープされ記事

が載っています。 

 最後に、当社に関して触れさせていただきます。冒

頭にご紹介がありましたように、当社は昭和27年創業

で、今年60年目を迎えます。その他にいろいろな節目

が重なる年で、曾祖父が北海道に来て120年で、私ど

もが結婚40周年、私が70歳です。最初は釧路に4年間

位いて、その後千歳へ来て旅館と林業を営んでいたと

の事です。 

 平成4年の社長就任時

からは、先代の使い方

と変えて、社章のcAcを

ACCORD（調和）・ 

CAPACITY（能力）・ 

CHALLENGE（挑戦）を 

キーワードとして、経

営理念を掲げました。

誠心誠意、人と人の信頼関係を大切に仕事を楽しくし

よう、そして知識や技術を皆で高めあって切磋琢磨し

地域社会に貢献しようという私の基本概念を基に今日

に至っています。その中で、ＩＳＯを独自に取得しま

した。これは、内容が分らないまま人任せにして取得

しても意味がないので、社員に勉強させ何とか達成し

ました。そして、今回の初回更新時（3年毎）は、項

目も30％ほどスリム化させ、何の指摘もなくクリアー

しています。これは我社がＩＳＯに適合する内容を普

段から行っていた証しであると自負しております。そ

の中の一つに“経営の近代化”と“財務体質の強化”

を主眼に推移してきました。その甲斐あって、現状は

お陰様で無借金経営を続けております。決済関係は千

歳市で第1番目のファクタリングを活用していますの

で、経費面及び時間の無駄をかなり省き、節減効果が

顕著に表れています。取引先にもメリットがあり共存

共栄に役立っております。これからも更に体質強化を

図り、この不況を乗り切っていきますますので、よろ

しくお願いします。 

す。中でも駒里農協による地産地消の大型そば店“駒

そば亭”は当クラブパスト会長の武石会員が組合長を

務める駒里農協が運営し、当クラブの健康委員会によ

る移動例会の会場としてもおなじみの建物となってい

ます。 

 中山会員からお話をいただく前に“職業宣言”を朗

読します。前年度から職業奉仕委員会の担当例会に於

いて『職業宣言』を朗読しています。今年度も踏襲し

て朗読をしてまいります。何故ならば『ロータリーの

綱領』第２の項目について具体的に示したものが“四

つのテスト”であり、“職業宣言”だからです。 

 

～職業宣言～ 

 事業または専門職務に携わるロータリアンとして、

私は以下の要請に忚えんとするものである。 

1）職業は奉仕の一つの機会なりと心に銘ぜよ。 

2）職業の倫理的規範、国の法律、地域社会の道徳規

準に対し、名実ともに忠実であれ。 

3）職業の品位を保ち、自ら選んだ職業において、最

高度の倫理的規準を推進すべく全力を尽くせ。 

4）雇主、従業員、同僚、同業者、顧客、公衆、その

他事業または専門職務上、関係をもつすべての人々

に対し、ひとしく公正なるべし。 

5）社会に有用なすべての業務に対し、当然それに伴

う名誉と敬意を表すべきことを知れ。 

6）自己の職業上の手腕を捧げて、青少年に機会を開

き、他人からの、格別の要請にも忚え、地域社会の

生活の質を高めよ。 

7）広告に際し、また自己の事業または専門職務に関

して、これを世に問うに当たっては、正直専一なる

べし。 

8）事業または専門職務上の関係において、普通には

得られない便宜ないし特典を、同僚ロータリアンに

求めず、また与うることなかれ。 

 

会員卓話   ・・・だんご三兄弟・・・ 

健康委員会副委員長 中山 和朗 パスト会長

（中山建設株式会社 代表取締役）             

   

◎ 建設産業の現状と課題 
  

 3･11の災害対策において、建設産

業は大きな役割を担っています。し

かし、厳しい国家予算減少の中で現

状を遣り繰りしているので、各社は

苦労しているところです。建設産業

の機能の低下・疲弊（重機や人の減

少等）が国の景気と連動しています。国の予算が減っ

ているのにも拘わらず、まだまだ建設産業の企業数は

倍ぐらい多いのが現状です。 

 北海道も業者数は減っていないが、請負高は2000年

1兆7千億円が2010年8千億円へと半減しています。厳

しい環境を反映して、建設産業の就労人口は2000年

660万人から2010年500万人まで減少し、会社規模別で

100人以上0.4％、50人以上1.7％と少数派で、大多数

は10人未満の70.8％となっています。因みに我社は30

人台で3.6％です。 

 その中で、仕事を獲るのは競争入札で更に難しく

なっています。入札に参加するにしても、取得するの
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今 回：５８．２％（3月 1日＝32／55、実数） 

確 定：６０．０％（2月16日＝33／55、 

うちメーキャップ1名） 

出席率 

最近の構造物 

（詳細は、ホームページを参照下さい） 

〇千歳ＲＡＣ主催の「ＲＣとの親睦ボウリング

大会」を開催 

 
 3月1日（木）18:30より、村上倫行会員が経営する

フジボウルにてRACとRCとの「親睦ボウリング大会」

が開催されました。 

 当クラブから今村会長はじめ五十嵐(宏)、大西、菅

原会員4名、千歳セントラルRC3名、恵庭RCからは交換

留学生を含めて9名、千歳RAC5名、RACオブザーバー 4

名の計25名が参加しました。 

 大会は今村会長の始球式の後、RC・RACミックス

チームによる各レーン対抗（2ゲーム）での団体戦、

及び個人戦で競い合いました。結果は、団体戦では大

西会員チームが優勝、今村会長チームが3位となり、

菅原会員チームはビリケッツ賞でした。 

 大会後、フジボウル社長の村上会員も出席して表彰

式が行われ、引き続き懇親の場では3月は「世界ロー

ターアクト週間」でもあり、交換留学生を囲み、ロー

タリアンとローターアクターとの交流と親睦が和気藹

藹のうちに行われました。 

 なお、新会員として恵庭RC推薦の北村秀美さん（恵

庭市島松 おがた病院勤務）が紹介されました。 

（記事・写真：菅原正行委員長） 

 

 

 

 本日のニコニコ集計 10名  合計 23,000円 

ニコニコＢＯＸ 

3/18 (日) 移動例会：ＩＭ（由仁） 

【3/15振替】               （担当：三役）  

3/22 (木) 春季休会  

3/29 (木) 通常例会 会員卓話（田中敬二会員「（仮

称）中国の現状」）（担当：ロータリー財

団・米山記念奨学委員会） 

《理事会》 

4/5 (木) 早朝例会（社会奉仕活動・清掃） 

             （担当：社会奉仕委員会）  

スケジュール 

 

 

中山 和朗 会員 

①今村会長からお祝いをして下さるというお話をいた

だきましたが、大げさにやるのは辞退させていただ

きました。お気持ちだけは嬉しく感謝申し上げま

す。 

②千歳民報に載りました！ 

③卓話をさせていただき、ありがとうございます。 

 

大澤 雅松 会員 

 中山パスト会長、卓話をよろしくお願いします。中

山建設の船場さん、岡本さん、いらっしゃいませ。 

 

今村 靜男 会長  酒井 宏 幹事 

 千歳民報に大きな写真が載りました。 

 

村上 光輝 会員 

 2月19日から24日、インドへ行って来ました。無

事、安着しました。 

 

武石 忠俊 会員 

①そば会、無事終了しました。 

②千歳民報に名が出ました。 

 

長澤 邦雄 会員 

①第16回駒ソバ会、盛大裡に終わりました。 

②親爺の命日に孫（男児）が誕生しました。 

 

菅原 正行 会員 

 当社事務室の照明をLEDに換えてみました。照明部

分の厚さがわずか16㎜と非常に薄く、予想していた以

上に明るくなり、天井面がスッキリしました。お勧め

できる商品だと思いますので、現物を見にお越しくだ

さい。 

 

宮本 伸司 会員 

 突然の辞令が出まして、4月1日付で札幌に転勤する

ことになりました。まだ、今月いっぱい千歳におりま

すので、よろしくお願い致します。 

 

下山 徹哉 会員 

 大変お世話になりました。後任の藤井さんをよろし

くお願いします。 

千歳ＲＡＣ親睦ボウリング大会 

武石忠俊 PC思い入れの 

“駒そば亭”（Ｈ18年） 

神内ファーム（Ｈ21年） 

真剣な表情の五十嵐会員 表彰式 

団体優勝 大西会員 団体３位入賞 今村会長 


